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大田区女子選手団堂々の５連覇

今回で67回目となる都民体育大会は、昨年
の７月から本年６月まで数多くの種目で熱戦
が繰り広げられました。
大田区選手団は、西野善雄体育協会理事長

を団長とする役員・監督・コーチ・選手の総
勢537名で大会に臨みました。そしてこの間、
選手団は各種競技で健闘し、女子は堂々の５
年連続総合優勝、男子は３位という輝かしい
成績をおさめました。
種目別では、男子は弓道、ダンススポーツ

（混成）、ローラースケートで優勝、駅伝競走、

少林寺拳法で準優勝、バレーボール、軟式野
球、クレー射撃で３位となりました。
女子は、ゴルフ、テニス、ソフトボールで

優勝、バスケットボール、なぎなた、ボウリ
ング、少林寺拳法で準優勝となりました。
このほかにも、男子、女子ともに多くの競

技で入賞しています。
６月27日の解団式では、５年連続の女子総

合優勝を祝うとともに、次回大会での“男女
総合優勝”をめざしての活躍を誓い合いまし
た。

（公財）大田区体育協会ホームページ　http://www.sportsota.or.jp

─  第67回　都民体育大会（区市町村対抗）  ─

― 選手宣誓をする綾野晃志郎選手（ダンススポーツ） ―
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第67回都民体育大会　　入 賞 種 目 ・ 成 績

第67回都民体育大会　　出場チーム・監督・選手

　【正式競技】 <男子の部> <女子の部>
優　勝 弓道　ダンススポーツ ゴルフ　テニス　ソフトボール
準優勝 駅伝競走 バスケットボール　なぎなた　ボウリング
3　位 バレーボール　軟式野球　クレー射撃 スキー
4　位 ライフル射撃
5　位 サッカー　テニス　ボウリング
6　位 陸上競技 陸上競技
7　位
8　位 馬術 弓道

　【公開競技】
1　位 ローラースケート
2　位 少林寺拳法 少林寺拳法
5　位 ハンドボール

【正式競技】
水　泳（男子） ＜監督＞石川作男
 ＜選手＞川戸慎一・赤地大介・池上賢二・松澤涼太・渡辺佐武郎・永沼和也
 　　　　水間　源・片岡浩一・宮部　翔・鈴木康弘・稲生浩明

水　泳（女子） ＜監督＞石川作男
 ＜選手＞永沼　文・飛田美保・設楽絵梨・西川聡美・別府由香里・中村　綾・平井綾子

ゴルフ（男子） ＜監督＞大久保二郎
 ＜選手＞［Ａクラス］川田　守・後藤勝彦　　［Ｂクラス］長島洋介・仲戸川慶

ゴルフ（女子） ＜監督＞野崎裕子
 ＜選手＞［ａクラス］村上喜代子・鈴木ミヨシ　　［ｂクラス］岡部華奈子・池田成美

スキー（男子） ＜監督＞後藤永司
 ＜選手＞［１部］高埜　晃・丸山昌平・山田　卓
 　　　　［２部］山田邦博・宇田孝史・大石英男・丸山恭弘
 　　　　［３部］吉田　祐・小野　衛・日比野猛
 　　　　［４部］西塚　順・石井弘行・渡辺敦史　［５部］狩野公明・ 田口栄司・丸山英樹

スキー（女子） ＜監督＞後藤永司
 ＜選手＞［２部］江上牧子・重原優美子　［３部］中谷順子・斉藤絵美子
 　　　　［４部］中岡玲子・本田睦子・鈴木マリ子

駅　伝（男子） ＜監督＞大内邦彦
 ＜選手＞小野智弘・和田孝司・若菜俊哉・兼子卓也・佐藤貴文・原田憲一・長島亮太・金森祐樹

陸　上（男子） ＜監督＞吉田幹夫
 ＜選手＞［100ｍ］嶋崎太士・吉田憲和 ［200ｍ］大内恵吏也・齊藤雄介　　［400ｍ］永露希匠・喜多勇介
　　　　　　 　　　　［800ｍ］酒井房樹・阿部雄太　［1,500ｍ］櫻井勇樹・澤田慎治［5,000ｍ］兼子卓也・小野智弘
　　　　　　 　　　　［走高跳］平山　淳・池畑塁　［走幅跳］福島拓治・松本雄二郎　　［三段跳］陳　洋明・佐野正人
　　　　　　 　　　　［砲丸投］木村潤平・富岡真広　［やり投］小野田巧・小柴英二
　　　　　　 　　　　［4×100ｍリレー］嶋崎太士・大内恵吏也・吉田憲和・齊藤雄介・喜多勇介・呉鶴治郎

陸　上（女子） ＜監督＞大野雄二
 ＜選手＞［100ｍ］高橋さやか・武山詩歩　［400ｍ］岩本香奈・峰　悠花　［1,500ｍ］宮内瑠以・尾崎亜矢可
 　　　　［5,000ｍ］黒田なつみ・若杉遥夏　［走高跳］大元悠花・森山幸子　［走幅跳］古口夕貴・後町依里
 　　　　［砲丸投］森田　栞・武末　優　［やり投］田中あゆみ・ケンブリッジ　沙紗
 　　　　［4×100ｍリレー］黒田なつみ・若杉遥夏・大元悠花・青海順子・森山幸子

サッカー（男子） ＜監督＞土屋和政
 ＜選手＞青木伸泰・大澤俊隆・白石　敬・三瓶　豊・小関俊介・吉井　謙・逸見敏明
 　　　　太田雅也・伊藤直宏・高橋涼太・阿部健太・斉藤正樹・澤登　乾・鈴木暢二
 　　　　高井啓侑・板坂　奏・大島　拓・富樫勇斗・藤田僚太郎
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テニス（男子） ＜監督兼選手＞勝間　豊
 ＜選手＞林　直樹・長田祐治・市野　穣・小林穂高・野瀬優助・鍋谷秀紀・木下真祐央・江淵正浩
 　　　　中川　有・根本修宏・勝間　豊

テニス（女子） ＜監督兼選手＞奥山律子
 ＜選手＞奥山律子・鍋谷洋子・寺内純子・吉岡　舞・大竹由紀絵・吉野美穂・小島智枝子
 　　　　倉掛順子・成田早紀・木下陽子・杖村智子

バレーボール（男子） ［大田クラブ］
 ＜監督＞津谷　錦　　＜コーチ＞鈴木雅則　　＜マネージャー＞宇野友里香
 ＜選手＞中村政彦・渡辺直樹・中間章浩・中道浩之・澤　徹郎・柳沢聡洋・瀬川裕也
 　　　　竹森諒平・金杉真也・近藤啓介・松江　工・川嶋大和・大島創己・平川健一・林　淳平

バレーボール（女子） ［大田ナイン］
 ＜監督＞生井　重幸　　＜コーチ＞高橋　孝子　＜マネージャー＞工藤知美
 ＜選手＞永冨真紀子・宮田奈津美・中村香恵・高田里美・諸徳寺真奈美・本間真希・中道利果
 　　　　生井素代・土屋律江・平吹典子・増田由紀・浦野美左子・釣谷咲紀・井上奈見子・植木絵美

バスケットボール（男子） ＜監督＞小林正明　　　＜コーチ＞平野和則 　　　＜マネージャー＞上野幸恵
 ＜選手＞蔵上敏雄・古谷耕作・森井隆平・坂本一敏・木村太一・片岡　航・喜多川亮平・落合直也
 　　　　住田秀治・柴田政勝・中松洋一・平本　琢・大堀　俊・渡辺浩介・国吉祐介

バスケットボール（女子） ＜監督＞小林正明　　　＜コーチ＞三浦和也　　　＜マネージャー＞斉藤智明
 ＜選手＞潮田朝子・伊佐地敦子・青山恵美・三浦芳恵・丸尾　忍・大橋美紀・越智朋子・北　千秋
 　　　　鶴本尚子・岡本秀香・三野宮寿江梨・浅羽麻子・大西真由・高野亜季子・斉藤和枝

ソフトテニス（男子） ＜監督＞中村光雄
 ＜選手＞［一般］井内洋平・峠　智大・玉垣海人・谷澤慶佑・萩原誉之・米山晃司・高木大作・谷田部雄太
 　　　　［成年］原　敏夫・石田康洋・新田一郎・大内田将俊
 　　　　［シニア］北村篤男・小八木利実・中村光雄・落合幸作

ソフトテニス（女子） ＜監督＞稲垣まり子
 ＜選手＞［一般］松本三千代・川守田均子・南山和江・北村亜由美
 　　　　［成年］渡部　操・井上まゆ美・水谷泰子・国分とみ子
 　　　　［シニア］林実千代・村上希永子・石川美雪・中村加津子

卓　球（男子） ＜監督兼選手＞畠山講史郎
 ＜選手＞［一般］高岡諒太郎・田中健奨　［セミシニア］安田勝明・大城良彦
 　　　　［シニア］松岡　豊・黒坂和美　［ベテラン］畠山講史郎・小西　誠
 　　　　［ハイベテラン］鈴木睦男・谷内正夫

卓　球（女子） ＜監督＞川野明子
 ＜選手＞［一般］吉田真奈美・齊藤あづみ　［セミシニア］ 松岡菊子・内村真理
 　　　　［シニア］ 佐藤　伸・白井涼子　［ベテラン］ 粟生京子・鈴木知子
 　　　　［ハイベテラン］児玉志津子・岡本博子

軟式野球（男子） ［三光電気インディアンス］
 ＜監督兼選手＞船瀨　茂
 ＜選手＞船瀨　茂・市川勝久・横田正憲・大久保佳雄・磯山健児・吉田耕二・高橋義明
 　　　　篠沢昌哉・明石佑介・深見健太・伊与田竜博・渡辺晃志・岩垣博樹・椎林力也・斉藤晋平
 　　　　諏訪隆一・柴垣俊元・鈴木俊浩・木村光作・吉崎　聡

馬　術（男子） ＜監督＞野呂恵子　　　＜コーチ＞植田　元　　　＜マネージャー＞落合佐紀子
 ＜選手＞北嶋　守・山岸達彦・石森敦子・北嶋隆規・福田　猛・坂井俊男・橘　由貴・森　豊・林　叔瑞

フェンシング（男子） ＜監督兼選手＞村山　衛
 ＜選手＞［フルーレ団体］土井哲夫・加藤栄助・小出　明・山﨑達也・阪本直樹
 　　　　［エペ団体］村山　衛・工藤将充・佐藤一弘・福島俊介・中村克彦
 　　　　［サーブル団体］桜井宗大・松山信弘・林田昌幸・瀧浪尚也・小林賢治

バドミントン（男子） ＜監督＞森谷満佳
 ＜選手＞石井幸男・厚川　勇・江川博康・末次　司・岡田　桂・細小路直人・門井　誠・増田朋之
 　　　　岡本康志・越智大介

バドミントン（女子） ＜監督＞塚田敦子
 ＜選手＞石井笙子・吉川さとみ・東扶有子・岩下美奈子・伊澤ひろ子・小宮和枝・大森美菜子
 　　　　細小路照代・姉崎佑依・二挺木暖子

弓　道（男子） ＜監督＞稲川　徹　＜選手＞藤岡智則・中嶋一貴・滝沢康弘・畝本孝志・小山孝昭・張間　憲

弓　道（女子） ＜監督＞古田健一　＜選手＞吉村智子・丸山永子・張間瑠美子・沼里恵子・佐瀬明子・宮脇ひろみ
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ソフトボール（男子） ［ヴィーナスチーム］　　＜監督＞池田孝行　　
 ＜選手＞古瀬大典・坂井正春・神野智樹・庄司　猛・伊藤広太・岡田修弥・並木勇人・滝澤隆司・
 　　　　嶺倉祐太・三宅修史・栗原茂樹・鈴木　誠・石川祐二・鈴木和弥・山田将伍・宍戸征司・池田　勇

ソフトボール（女子） ［馬三ソフト愛好会チーム］　　＜監督＞吉田和也　　＜コーチ＞村部　亘・村上和信
 ＜選手＞薄井友美・青野明日香・松本佳代・佐藤ゆりか・益田紗弥香・信澤真千恵・大和　藍
 　　　　木村　穂・佐藤なお子・真鍋彩加・田中なつみ・片桐はるひ・滑川恵妙・小原美桃・薄井千秋・宮田　怜・
 　　　　加藤瑛里子

柔　道（男子） ＜監督＞宮本功三　＜選手＞［無差別］斉藤峰暁　　［90kg以下］八代清美　［73kg以下］古川　諒

クレー射撃（男子） ＜監督＞渡邉一太
 ＜選手＞［トラップ］ 荒井昴康・北村俊彦・佐藤伊七・伊東　厚
 　　　　［スキート］ 板倉孝夫・河村善郎・板倉幹夫

ライフル射撃（男子） ＜監督＞北奥英雄
 ＜選手＞［20MW］ 佐藤　真　［P60MW］松原茂登樹　［S60MW］石井　真理　［P60MW］大滝健太郎
 　　　　［AP60MW］原　治

剣道（男子） ＜監督＞荻津　太　＜選手＞高岡慎也・有川　薫・山城　暁・青木康和・杉浦佳夫

アーチェリー（男子） ＜監督＞伊東義高　　　　　　　＜選手＞佐藤光秀・星野芳輝・西内淳一

空手道（男子） ＜監督＞湊　雄士
 ＜選手＞色部　耕・梅津圭佑・和田剛士・小泉康太・小島竜一・池尾歩・金澤大蔵
 　　　　深井彰人・脇阪　順・安藤　寛

なぎなた（女子） ＜監督＞町田恭子　＜選手＞井上雪江・辰巳康恵・立原さおり

ボウリング（男子） ＜監督＞長久保　勲　　　　　　　＜選手＞森野丈栄・縣　孝男・松原　聡

ボウリング（女子） ＜監督＞長久保　勲　　＜選手＞森野華世・西村則子・安藤いく子

ゲートボール（男子） ＜監督＞西山きみ　　　＜選手＞海老澤要・池田信夫・宗像正治・間部僖造・畑元健一・熊田　貢

ゲートボール（女子） ＜監督兼選手＞西山きみ　＜選手＞斉藤はる・斉藤由紀子・丸井尚子・水越崇子・潤米やす・幸田富子

ダンススポーツ（混成） ＜監督＞熊谷善徳
 ＜選手＞［スタンダード］<スローフォックストロット>綾野晃志郎・閻　若英<タンゴ>斉藤　実・斉藤千枝子
 　　　　<ワルツ>幸重憲治・川口陽子［ラテン］<サンバ> 玉川慶・玉川美紗<チャチャチャ >高橋和則・高橋京子
 　　　　<ルンバ>稲田満臣・安藤節子

【公開競技】
ハンドボール（男子） ＜監督＞相原一矢　　＜コーチ＞内田正行　　＜マネージャー＞岩崎弥栄子
 ＜選手＞阿部浩明・舘　健司・伊東孝俊・飯田善也・石川　大・森田光則・前原　充・塚本真人
 　　　　関耕一郎・湯川輝一・月村太郎・芳賀快輝・安藤祥雄・吉川証太郎

ハンドボール（女子） ＜監督＞相原一矢　　＜コーチ＞丹野靖久　　＜マネージャー＞大野勝広
 ＜選手＞塩澤恵美・玉井詩乃・岡山智恵・松本紋佳・上甲日向子・鳥井はなえ・荒木恵美
 　　　　橋本なお・保谷あゆみ・藤田佳菜・野田杏奈・鈴木理恵子・斉藤めぐみ・斉藤理絵

ローラースケート（男子） ＜監督＞尾花愛ら　＜コーチ＞尾花栄一　　＜マネージャー＞尾花清子
 ＜選手＞［スピード］坂倉信太郎・桐谷壮道・小針光・伊藤海斗・山内涼太
 　　　　［リレー］手塚健太・長戸耀乃介・山内涼太　［フィギュア］高橋正人・藤村周平
 　　　　［ホッケー］村田　舟・佐藤　悠・阿久津優輝・山本悠介・坂倉信太郎・手塚健太
 　　　　　　　　　・関矢耕平・嶺　崇紀

少林寺拳法（男子） ＜監督＞南　淳　　＜選手＞［初段・２段の部］宮川優希・猪野豪亮［有段単独演武の部］袖山健太郎

少林寺拳法（女子） ＜監督＞南　淳　　＜選手＞［有段・段外の部］北川裕子・太田友子［有段・段外単独演武の部］堀　雪乃

自転車（男子） ＜監督兼選手＞　　佐久間嘉明

【移行競技】
空手道（女子） ＜監督＞今松光典　＜コーチ＞竪山龍一　＜選手＞前田　慧・高野恵子・和田莉英・勝亦若菜・脇阪　翼
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弓道（男子）

男 子 弓 道 、優 勝 ‼
大田区弓道連盟　理事　稲川　徹

　弓道男子の部が５月24日（土）東京武道館弓
道場で行われた。出場は全45チーム。
　大会は、５人立ち・１人８射・チーム合計
40射の合計的中数の上位８チームが予選通過
となり、決勝進出の８チームがトーナメント
方式で優勝を競う。
　大田区代表は⑴藤岡智則⑵中嶋一貴⑶滝沢
康弘⑷畝本孝志⑸小山孝昭（補）張間憲（監）稲
川徹のメンバー。
　まずは予選。大田区は一回目12中、二回目
は13中の合計25中で予選通過。
　決勝トーナメントは１人一手＝１チーム10
射で勝敗を決める。一回戦の相手は予選トッ
プの北区。大田区７中、北区６中で順調に駒
を進める。二回戦の相手は青梅市。ここを８
対４で制し、いよいよ決勝戦に。

　決勝の相手は、都弓連第二地区の仲間である
品川区。双方的中が伸びず苦しんだが、終わっ
てみれば大田区は５中、品川区は３中で、大田
区は２年振り、通算６回目の優勝を手にした。
　なお、この６日前に行われた女子弓道の部で
は、昨年優勝した大田区が八位に入賞した。好
結果が得られましたのも、区民の皆様そして体
協、教育委員会の皆様のご支援と応援のおか
げと思っています。ありがとうございました。

ダンススポーツ（混成）

都民大会４連覇中！
大田区ダンススポーツ連盟　会長　小山　明

　６月８日駒沢総合体育館ダンススポーツ大
会表彰式、「優勝！大田区！」私の声が館内に
響きます。歓声と諦め混じりの溜息が交錯す
る中で、賞状と優勝旗を監督・選手に手渡し
ます。大会実行委員会長として我が大田区
チームを表彰できる喜び、決して顔に出すこ
となく「我が世の春」を一人味わいました。
　ダンススポーツが都民大会の正式種目と
なって今年で８年目、うち６回が優勝です。
　今回から若手のホープ選手を迎え、万全の
態勢で臨んだ結果は、記録的完全優勝でした。
　大会史上最高得点（89点）、かつ２位（江戸
川区）と22点差も最大、かつ単科４種目で１
位かつ全種目３位以上と初物尽くしで、この
記録を上回ることは、もはや不可能でしょう。
併せて、かの若手ホープ君は東京体育館での
総合開会式にて、見事に選手宣誓を務め、一
躍アイドルとなりました。（表紙）
　私ども役員・選手は今回の喜びを糧に、決
して慢心することなく、また来季に向けて努
力することを区民の皆様にお誓いいたしま
す。「盛者必衰のことわり」は、もう少し先に
行ってもらいます。

　最後に一言。区民の皆様！一緒にダンスを
踊りましょう。老若男女問わず、練習場完備、
指導者優秀、経験不問、初心者大歓迎‼

優 勝 ・ 準 優 勝 チ ー ム の 紹 介
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ローラースケート（男子）

ご 支 援 よ ろ し く ！
大田区ローラースケートチーム　コーチ　尾花　愛ら
　大田区ローラースケート（ホッケー・スピー
ド・フィギュアの３部門）は平成10年以後優
勝がありませんでしたが、今回、総合で１位
を取ることができました。これも皆様の多大
なる応援があり、ここにお礼申し上げるとと
もに、今後も皆様の温かいご支援よろしくお
願いいたします。
　ローラーフィギュアは１位と２位を獲得、
ローラーホッケーも決勝まで進むことができ
ましたがスピードでは、なかなか良い成績を
残すことができませんでした。
　ローラースケートは特定非営利活動法人を
獲得し、秋田県では市営の体育館や練馬区で
月に一度講習会をしたり、東京マラソンの
ゴール地点でイベントを行なったりと、知名
度を上げるための活動をしております。しか
しながら、都内では練習する場所も限られて
おり、練馬区や江戸川区では区営のローラー
スケート場があったり、近年では埼玉県で市
民体育館や小学校でフィギュアの練習ができ
るようになってきたりはしていますが、練習
する場所に限りがあり、選手にとって思うよ
う練習できないのが現状です。
　近年では、フィギュアでも12人から30人で
行う団体の競技なども増え、今後は、大田区
でも定期的に体育館などで講習会を行い、ス
ケートの楽しさを広め、大田区での選手層を
増やすと同時に選手強化に貢献ができたらと
願っております。
　今後とも私たちローラースケートチームに
より大きな応援をよろしくお願いいたします。

ゴルフ（女子）

“ あ り が と う ”
大田区ゴルフ連盟　副理事　野崎　裕子

　都民体育大会の優勝‼前回準優勝でしたの
でやはり今年は何とか…と全員が感じていて
下さったと思います。スコアも好調で村上喜
代子さんが78、岡部華奈子さん80、池田成美
さん87、鈴木ミヨシさん91と計245は２位と
８打差の優勝でした。26チーム104名の参加
で村上さんはベストグロスでした。
　皆さん自由にゴルフ！の学生さんとは違っ
て主婦であり母である方たちですから練習ラ
ウンドもままならないと思いますが、何とか
して作る貴重な時間を大切にして大好きなゴ
ルフの上達に向かって頑張って下さっていま
す。我々の思いを代表して優勝してくださっ
たことに感謝です。

　でも出場していただく方達には多大な出費
になってしまいます。その事は大変申し訳な
く、心苦しく感じております。何とかご負担
の軽減に努力します。
　ずっと続いている女子競技の優勝に貢献で
きるよう次回からも期待しています。
　ありがとうございました。

休日当番接骨院休日当番接骨院

受付時間
午前9時～午後5時

お電話代は
かかりません

東京都柔道接骨師会 大田支部
公益社団法人

厚生労働省・農林水産省

HACCP 高度化基準認定工場

お電話でどんなことでもご相談ください。

都南工業給食協同組合
大田区南六郷3-15-1

               TEL（03）3732-7451（代）
               FAX（03）3735-8376

各種弁当・仕出・出張パーティー各種弁当・仕出・出張パーティー
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テニス（女子）

復 活 優 勝 ‼
大田区テニス連盟　監督兼選手　奥山　律子

　５月18日から有明テニスの森で都民体育大
会硬式の部が開催されました。
　昨年はベスト８で涙を飲んだので今年はそ
れ以上の成績をおさめたいと思っていました。
　ダブルス２本、シングル１本のうち２本と
ると勝ちになります。メンバーは５名以上い
ないと試合は成立しません。大田区女子チー
ムは、仕事や家事をしながら練習をして試合
に出ているので、日程の調整が大変でした。
私は今年初めての監督就任でメンバー調整が
こんなに大変だと思っていませんでした。前
監督の中澤さんがこのようなことを何年もや
られていたと思うと頭が下がります。
　これも陰で支えてくださったテニス連盟の
皆さんの、試合に来てくれた選手、その選手
を快く送り出してくれる家族、そして応援に
来てくれた皆様のお蔭です。
　本当にありがとうございました。
　来年も２連覇目指して頑張りたいと思いま
す。

ソフトボール（女子）

接戦を制し、勝利！
馬三ソフト愛好会女子　主将　薄井　友美

　馬三ソフト愛好会は、小学生のソフトボー
ルチーム「馬三ソフト」を母体とし、ＯＢを中
心とした「馬三ソフト愛好会」、父兄を中心と
した「馬馬馬」、そして私達女子で成り立って
います。
　今年初めて推薦をいただいて都民体育大会
に出場することになり、大田区代表というこ
とで周囲からの期待にプレッシャーを感じな
がら、いつも以上の緊張感の中で試合をしま
した。
　勝ち進み準決勝はベテランの強豪クリマ
マ、決勝は全国制覇経験のあるパンシオンと
きわ。どちらも接戦の末に勝利しました。

　監督、コーチ、他にもたくさんの方の応援
とサポートのお蔭で無事に優勝することがで
き、大田区の女子の部優勝に貢献できたこと
を嬉しく思います。
　都民体育大会優勝の勢いに乗り、６月に行
われた一般社会人大会も優勝。創部２年目に
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して念願の全国大会の出場権を手にしました。
　９月の秋田県で行われる全国大会出場に
は、費用や仕事の関係で部員全員で行くこと
は難しいですが、大田区、そして東京都代表
としての誇りを持ち、全国制覇を目標に全力
で戦って参ります。
　私達の活動を通して一人でも多くソフト
ボールを続ける子が増え、微力ではあります
が大田区のソフトボールの活性化に繋がれば
と思っています。
　今後も支えてくださる周りの方に感謝しな
がら、成長し続け期待に応えられるチームで
いられるよう頑張ります。

駅伝競走（男子）

1 秒 差 の 2 位 ‼
大田区駅伝競走（男子）　監督　大内　邦彦

　３月10日都立武蔵の森公園で開催された駅
伝は、僅差１秒の２位でした。八王子市は、
昨年より55秒早い１時間36分37秒で連勝。
　昨年大田区は、優勝の八王子市とは２分49
秒差の３位でしたが、今年は１秒差の１時間
36分38秒で、２位でゴールしました。
　６区間のうち、３区間で区間賞を取るなど、
選手達の素晴らしい走りのお蔭です。
　この大会は、年々レベルが上がってきて面
白い大会になってきています。
　来年はリベンジし、何としても優勝旗を
持って帰れるよう精進していきたいと思って
います。

　皆様方の応援が何よりの励みになります。
　今後ともご支援よろしくお願いします。

OA機器・事務用品・オフィス家具
印刷・印章

有限会社　し み ず
大田区山王2 - 2 2 - 1

☎（03）3772-8831　FAX（03）3776-9687

ミズノ・ゼット・S.S.K
野球・ソフト・バレー・バスケットのユニホーム

チーム特別価格販売中

スポーツのことなら

白銀スポーツ
大 田 区 中 央 ８－２９－７
電　　　話　 （３７５４）８６７９

【加盟校】 24校

東京新大学野球連盟

会 長 野尻俊明 (流通経済大学)
副会長 北 正巳 (創価大学)
副会長 内藤高雄 (杏林大学)
事務局 流通経済大学内
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少林寺拳法（男子・女子）

「男女なかよく準優勝」
大田区少林寺拳法連盟　監督　南　淳

　大会は５月５日に東京武道館で開催されま
した。
　男子初二段の部で１位、女子有段段外の部
で２位、他参加拳士も好成績だったことから
男子、女子共に２位を獲得することができま
したが、総合力の大切さを改めて感じました。
　大田区少林寺拳法連盟は、都民体育大会を
皮切りに、７月の東京都大会、８月の全日本
少年少女武道練成大会、９月の秋季区民ス
ポーツ大会、11月の全国大会など様々な大会
に出場し、身心及び技法修練にまい進してお
ります。

　また10月は区民スポーツまつりにおいて一
般の方々にも健康増進、護身術としての魅力
を体験いただいております。
　技術力向上にむけて、高段者は指導者講習
会受講の他、拳士１人ひとりは各々の道場で
仲間と技術の奥深さを楽しみながら稽古に励
み、身心ともに健全で心豊かな日々を目指し
ています。
　次回大会においても大田区代表として上位
入賞を目指してがんばります。今後もご支援
のほどよろしくお願いいたします。

ボウリング（女子） 

都民大会に参加して
大田区ボウリング連盟　副会長　鈴木　智雄

　第67回都民体育大会「ボウリング競技」にお
いて、大田区女子は２年連続の準優勝に輝き
ました。
　５月11日（日）、調布スポーツセンターで行
われました。女子の部参加チームは19区市・
約100名（監督・選手）の参加で、大田区女子
チームは森野華世選手、西村則子選手、安藤
いく子選手、（長久保勲監督）のメンバー。
　競技は、前・後半（3G×2）の合計点で競い、
大田区女子チームは、各選手の活躍で、前半
戦（3G）1,676点で第４位。

　後半戦（3G）は、大田区が4G目にチームハイ
ゲーム660点で追い上げ、前半戦トップの八
王子市に迫るなど各チームとも上位入賞を目
指し激しい接戦となりました。
　結果、我がチームは、後半トップスコア
（1,831点）で追い上げ、見事準優勝（合計3,507
点）となりました。

建 物 総 合 管 理
電気及び空調工事請負

本　　社　〠104-0043　東京都中央区湊３丁目２番１１号　☎03（3553）3521（代）
城南支店　〠144-0031　東京都大田区東蒲田２丁目３２番５号　☎03（3739）2060
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バスケットボール（女子） 

リベンジならず
大田区バスケットボールチーム　監督　小林　正明

　一昨年優勝、昨年は順調に勝ち上がってき
たものの最後の一戦で港区に敗れ第二位に。
今年は優勝旗奪還を目標にチーム一丸となっ
て戦ってきました。
　バスケットボール競技の場合１日で大会が
終わる事はなく３週間ほどかけて一回戦から
決勝戦までを戦うのですが、最終日の６月１
日は男女とも準決勝と準決勝で勝ったチーム
で決勝を行うことになっていました。
　大田区は準決勝で多摩市と、港区は墨田区
との対戦でした。大田区、港区が共に勝ち進
み決勝は昨年と同じ対戦となりました。
　第１ピリオド19対23と大田区リードで終了、
優勝への手応えを感じていましたが、第２ピ
リオドは22対15と逆転を許し、前半を41対38
と３点リードを許し折り返すこととなりまし
た。第３ピリオド18対20としその差を１点に

縮め、いよいよ、最後のピリオドに突入です。
　準決勝では、大田区は少し余裕をもった試
合ができたのに対し、港区は墨田区と最後の
最後まで競った試合をし相当疲労しているは
ずです。
　第４ピリオドは１点を争う、シーソーゲー
ムで相手チームには足をつる選手も出て来て
いました。最後の１秒まで勝敗のわからない
戦いでしたが、最終ピリオド14対14と１点差
のまま終了いたしました。観ている私も非常
に疲れましたが、選手たちの疲労は想像以上
だと思います。
　また、この日の会場は小金井市総合体育館
と言う事で家路が遠かったこと。私の夢は大
田区総合体育館で地元の応援の中決勝戦を戦
いたいです！

人と人のつながりを、大切にします。
Good  Communications

DesigningPlanning Printing

2-24-26 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo, 146-0092  Tel. 03-3758-7788 Fax. 03-3758-7787 
PHOTO PRINTING CO.,LTD.

　「指導者講習会」を下記のとおり実施しま
す。ぜひご参加ください。

テーマ　　「身体の取扱説明書」
日　時　　11月15日（土）　午後６時30分
会　場　　消費者生活センター	大会議室
　　　　　蒲田5－13－26－101
講　師　　近内　圭太郎氏
　　　　　（こんない　けいたろう）
　　　　　	［1996年アトランタオリンピック

日本代表水泳選手］

―競技力向上部会から―
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なぎなた 

初めての準優勝
大田区なぎなた連盟　監督　町田　恭子

　都民体育大会において、大田区女子の総合優
勝に貢献できたことを何より光栄に思います。
　なぎなた競技は、５月18日（日）に、東京武
道館において、各区市の代表25チームが参加
して行われました。
　試合は、トーナメント形式で各チーム３人
（先鋒・中堅・大将）の団体戦で行います。防
具をつけ、定められた部位を打突して勝負を
競います。
　迅速に正確に部位を打つためには、体力と
精神力が必要です。
　大田区は、日頃の練習の成果を一人ひとり
が存分に発揮し、チームが心を一つにして戦
い、葛飾・目黒・江東・品川に勝ち、決勝戦
に進むことができました。試合の相手は、調

布市で今までの試合では、常に上位を占めて
いた強豪チームです。
　各人、よく健闘しましたが、惜しくも準優
勝になりました。
　大田区なぎなた連盟として、今まで数回の
入賞経験がありますが、準優勝は初めてでし
た。試合後はお互いによく頑張ったという満
足感がありました。
　日頃は、練習場所が十分確保できないという
課題があり、限られた条件の中で練習をしてい
ますが、今後も自他共に心身の調和のとれた人
材になるように精進していきたいと思います。

〒 104-0061
東京都中央区銀座 4-12-15
 歌舞伎座タワー 20 階

快適な都市空間を創造する

TEL　03-3544-1551
FAX　03-3544-1560
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≪新規加盟団体紹介≫

障がいのある人も、
　　ない人も一緒にスポーツ

NPO法人大田区障がい者スポーツ指導者研究会
理事長　森　相子

　平成13年１月、障がい者、高齢者、高齢に
より障がいを伴ってしまった方々にスポーツ
により健康維持、体力増進に繋がり、地域と
のコミュニュケーションが取れるように体育
指導員OB、OG、地域有志と共に大田区障が
い者スポーツ指導者研究会を立ち上げました。
　立ち上げ当初から障がい者の≪害≫の字を
（ひらがな）に変えて、障がい者がスポーツに
より楽しく良い汗を流し笑顔で良かった、ま
たスポーツに参加したいと思ってもらえるよ
うにと活動をしています。
　具体的には、障がい者施設や高齢者施設に
出向き、ストレッチ体操教室の開催や、障が
い者、高齢者を対象に水泳教室や歩こう大会
の開催。また、区民スポーツまつりや大田ふ
れあいフェスタなど、区の事業にも積極的に
参加しています。
　大田区総合体育館のオープニングの際に
は、当団体独自で考案した障がい者と健常者
が一緒に楽しくできるスポーツ「大田区玉入
れ競技」を実施、子どもから高齢者まで、一
体となって楽しみました。
　大田区体育協会に加盟したのを機に、今後
も大田区でノーマライゼーション・スポーツ
が行われるよう、微力ながら障がい者スポー
ツに力を注いで行きたいと思います。

東京都野球連盟

　「２０１４年度　公益財団法人 日本野球連盟スローガン」

熱 き プ レ ー で 未 来 を 創 る
～　感 動 で 繋 が る Ｊ Ａ Ｂ Ａ と 地 域 と の 絆　～

日本野球関東地区連盟

プログラム・記念誌・名簿等にご利用下さい

●印刷　●デザイン　●版下作成

その他印刷に関すること何でも御相談下さい。

（株）　光　和　商　事
〒146-0092 東 京 都 大 田 区 下 丸 子 ４－７－17

TEL（０３）３７５７－３６６５
FAX（０３）３７５７－３６６７
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≪新規加盟団体紹介≫

　ソフティテニスを
　　　　　楽しみましょう

大田区ソフティテニス連盟事務局　岩田みちよ
　ソフティテニスは大田区発祥のニュースポー
ツで、現在12団体が区内で活動しています。
　平成23年６月、スポーツ推進委員の協力で
８団体が集い、大田区ソフティテニスサーク
ル連絡会が発足しました。平成25年12月、大
田区体育協会への加盟申請に伴い、団体名を
大田区ソフティテニス連盟に改め、この4月
に加盟いたしました。
　今後は、区民スポーツ大会の実施種目とし
て大会を自主運営し、ソフティテニスの普及
と区民スポーツ振興に寄与していきたいと考
えています。

試合風景

　ソフティテニスは、バドミントンのコート
とネットを使用し、短めのテニスラケットと
９cmのスポンジボールでプレイします。ルー
ルはソフトテニスや硬式テニスと似ています
が、コートが狭いので運動量がきつくないた
め、小学生から高齢者まで、幅広くプレイを
手軽に楽しむことができます。
　大会は、ダブルスで行います。
　現在、地域スポーツクラブ創設支援事業と
して、「こらぼ大森」で毎週水曜日19時から21
時まで、教室が開かれています。随時会員を
募集しておりますので、興味を持たれた方は、
運動のできる服装と体育館履きを持参のう
え、まずは見学にいらしてください。
　指導員一同お待ちしております。

―事業部会から―
・「子どもスポーツバイキング」を６月
29日に実施。バドミントン、卓球、バ
トン、ドッジビーの4種目にチャレン
ジ。参加した子どもたちからは「今度、
いつやるの」の声。ご協力いただいた
バドミントン協会、卓球連盟、バトン
協会の皆様ありがとうございました。

・「少年少女野外活動教室」を、７月
26日・27日に実施。自然豊かな野辺
山での山登り、夜はキャンプファイ
ヤーと子どもたちの夏の思い出づく
りにと部員一同、汗を流して頑張り
ました。

・「ドッジビー出前講習」を夏休み期
間中に実施。今年は６校の小学校で
実施、昨年より、３校増えました。
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◇賛 助 会 費 の お 礼◇
大田区体育協会　理事長　西野　善雄

　平素から当協会の運営にご協力を賜り、厚
くお礼申し上げます。平成26年度も多くの方々
から賛助金をいただき、誠にありがとうござ
いました。当協会は公益財団法人となって二
年目を迎えました。この皆様からの貴重な財
源を活用し、一層、公益目的のため事業を進
めてまいりますので、今後ともよろしくご指
導、ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

体 育 協 会 賛 助 会 員
加 入 の お 願 い

　当協会の事業は、皆様のご支援とご賛助の
支えで運営されています。多くの方々のご賛
同・ご協力をお願いいたします。
　1口　5,000円
　《連絡先》	公益財団法人　大田区体育協会
　　TEL.03-5471-8787　FAX.03-5471-8789

電話・ＦＡＸ：０３－３７３７－７０８３“ＯＴＡふれあいフェスタ”で
加盟団体の活動などを紹介

　今年で25回目となる「ＯＴＡふれあいフェ
スタ」が、地域のふれあいと交流の輪を広げ
ていくことをテーマに、11月２日（日）、３日
（祝・月）の２日間、ボートレース平和島をメ
イン会場として開催されます。
　当協会では、加盟団体の活動などの紹介と
とともに、お見えになった皆様に楽しんでい
ただくために簡単なゲームを予定しています。
　多くの皆さまのご来場をお待ちしています。
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大田スポーツサミット 2014

　今年も昨年に引き続き「大田スポーツサミッ
ト2014」が開催されました。
　三浦雄一郎氏の基調講演に続き、「スポー
ツに引退はない」をテーマに平成26年７月19
日（土）大田区民プラザ大ホールにおいて開催
しました。当日は500名を超える皆様方のご
参加を頂きました。
　講演内容は「80歳のエベレスト挑戦」と題し
て、プロスキーヤー・クラーク記念国際高等学
校校長として著名な三浦雄一郎氏に基調講演
をいただきました。その後、「スポーツに引退
はない」をテーマにシンポジウムに移りました。
　コーディネーターは神奈川大学教授大竹弘
和氏、シンポジストは、三浦雄一郎氏、モン
トリオール五輪バスケットボール選手でＮＰ
Ｏ法人地域総合スポーツ倶楽部ピボットフッ

ト理事長桑田健秀氏、大田区長松原忠義氏の
各氏が登壇しました。
　生涯スポーツ社会の実現につなげるため
に、子どもの体力向上、成人・中高齢者の健
康維持増進に向けた取り組み、更には東京五
輪開催の影響（効果）について、コーディネー
ターから質問がなされ、各シンポジストから
は、パネルにキーワードを一言記入してもら
い、それを基に活発な議論がなされました。
　なお、当日は定員を上回る来場があり、ご
入場できなかった方々には、深くお詫び申し
あげます。
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平成26年度
大田区体育協会表彰

【体育功労者】（順不同） 17名

氏　　名 所属団体名

佐藤　元子 大田区居合斬道連盟

高橋　雄彦 大田区居合斬道連盟

乳井　廣美 大田区居合斬道連盟

佐藤　孝雄 大田区インディアカ連盟

湊　　雄士 大田区空手道連盟

濱田　泰洋 大田区空手道連盟

小渕　　徹 大田区ゴルフ連盟

内田　健一 大田区柔道会

本多　　諭 大田区柔道会

小松　義典 大田区相撲連盟

本田　　雄 大田区相撲連盟

石井　正行 大田区卓球連盟

山崎　邦雄 大田区ミニテニス連盟

安田　ひろみ 大田区ミニテニス連盟

横堀　麻佐己 大田区民踊連盟

佐々木エツ子 大田区民踊連盟

原　　節代 大田区ラジオ体操会連盟

【体育優良団体】（順不同） ２団体

団　体　名 代　　表

大田区アマチュアレスリング協会 宮田　信章

大田区バトン協会 松原茂登樹

【永年勤続者功労】（順不同） 6名

氏　　名 所属団体名

里見　　徹 大田区アマチュアレスリング協会

川田　　守 大田区ゴルフ連盟

高階　和子 大田区テニス連盟

松山　　茂 大田区ボクシング連盟

野中　三男 大田区ラジオ体操会連盟

室中　道雄 大田区体育協会監事

平成26年度
東京都体育協会表彰

【生涯スポーツ功労者】 1名

氏　　名 所属団体名

久保　秀夫 大田区テニス連盟

【生涯スポーツ優良団体】 1団体

団　体　名 代　　表

大田区ラジオ体操会連盟 宮島　紀典

寝具・毛布・座布団・名入タオル
　　貸ふとんも承ります。

合名会社 寿 　屋
JR 大森駅東口

〒143-0016　東京都大田区大森北 1-30-6
TEL 03（3761）0213 代
FAX 03（3761）0510

　恒例の「ラジオ体操指導者養成講習会」が
開催されました。
　７月初旬の３日間、ラジオ体操会連盟の
ご指導の下に開催、自治会・町会、ＰＴＡ、
個人参加の方も含め、約500名の延べ参加
者がありました。
　会場を大森スポーツセンターから大田区
総合体育館に変更して２年目、参加者も広
い会場で伸び伸びと技術の習得に励みまし
た。
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平成26年度 賛助会員 ご芳名（順不同・敬称略）

【企業団体】
・平和島競艇運営協議会 ・（有）稲岡商事 ・（株）光和商事
・東京ガス（株）中央支店 ・（有）ウメザワ商事 ・大田建設協会
・（一社）大森医師会 ・（一社）田園調布医師会 ・（一社）蒲田医師会
・（公社）東京都柔道接骨師会大田支部 ・東京商工会議所大田支部
・藤東造園建設（株） ・（株）ネット城南支店 ・（株）オーエンス大田支店
・（株）津南高原開発 ・大田区商店街連合会 ・城南信用金庫
・（一財）東京都高等学校野球連盟 ・日本野球関東地区連盟
・東京都野球連盟

【個　　人】
・石原　宏高　・平　　将明　・松原　　仁　・鈴木　晶雅　・神林　　茂　・遠藤　　守
・鈴木　章浩　・安藤　　充　・岸田　哲治　・田中　一吉　・野呂　恵子　・松原　秀典
・松原茂登樹　・丸山　かよ　・森　　　愛
・横川　敏男　・鈴木　清子　・芳賀　　淳　・尾形　　威　・藤崎　雄三
・金光喜恵子　・横山　富子　・田村　　亘　・江口　初枝　・谷澤　節子
・長島　幸江　・豊洲香士子　・南須原悦子　・小西　笑子
・荒　　秀子　・上野　久代　・横堀麻佐己　・横山　康夫　・河西　昭夫
・熊谷　善徳　・堀口　健男　・室中　道雄　・遠藤　銀蔵　・倉澤　隆司
・髙山　徳治　・高橋　弘樹

［平成26年8月１日現在］

首都大学野球連盟

【加盟校】

・足利工業大学 ・桜美林大学 ・城西大学 ・成城大学

・玉川大学 ・大東文化大学 ・筑波大学 ・帝京大学

・東海大学 ・東京経済大学 ・獨協大学 ・日本体育大学

・武蔵大学 ・明治学院大学 ・明星大学

⃝会　長　 松前 達郎 （公益財団法人 日本学生野球協会名誉会長）
⃝理事長　 尾郷 良幸 （公益財団法人 全日本大学野球連盟副会長）
⃝事務局　〒 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-28-4 東海大学内

連盟広告_2013.indd   1 13.7.26   2:01:31 PM
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平成25年度 事業・決算報告
　平成25年度事業報告及び決算が当協会監事
による監査を経て５月14日開催の理事会及び
５月29日開催の評議員会において承認されま
した。収入の部は、予算現額292,573,000円に
対し、決算額は294,630,390円で2,057,390円の
増、支出の部は、予算現額295,169,000円に対
し、決算額は292,300,642円で差異は2,868,358
円でした。
　事業報告・決算書の詳しい内容は大田区体
育協会ホームページに掲載しています。なお
25年度の主な特色は次のとおりです。
①	平成25年４月１日から公益財団法人として
新たなスタートを切りました。

②	第66回都民体育大会において、男子、女子
ともに２年連続の総合優勝の快挙となりま
した。

③	ＮＰＯ法人大田区障がい者指導者研究会と
大田区ソフティ連盟から当協会への加盟申

請があり、承認され、これで50団体の加盟
となります。

受付日の翌日の午前0時から平成27年3月31日午後12時まで

ホームページをリニューアルしました。
見やすく、わかりやすくをモットーに大田
区関連の身近なスポーツに関する情報をお
届けします。
内容を充実していくためにも、ぜひ、ご意
見、ご要望をお聞かせ下さい。
加盟団体のページも順次更新しています。
ぜひご活用願います。

―総務部会から―
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【第31回　区民スポ－ツまつりプログラム】
★今年も区民スポーツまつりが、10月13日（月・祝日）の「体育の日」に下記の各会場で開催されます。

☆ 協 力 民 間 施 設 ☆
会場・申込先 内容・対象

ビフレクス大森 大森北1-10-14 LUZ大森2F 5767-7395 ストレッチマシンマシン、フリースペース １６歳以上
ウェルネスコンプレックス　レテ 西馬込2-34-1 3772-6680 フィットネスジム・スタジオ １８歳以上
馬込テニスクラブ（貸しコート） 西馬込2-34-1 3772-6680 ぶらっと初めてテニス教室 高校生以上

◇ ほ か の 日 程 で 実 施 す る 会 場 ◇
日程 会　場 内　　　容

10月 5日 小池小学校 雪谷地区９自治会スポーツまつり
10月 5日 大森第七中学校 第31回鵜の木地区連合運動会
10月 5日 六郷文化センターほか 六郷ウォークラリー
10月12日 久原小学校 ふれあい久が原大運動会
10月19日 大森第四中学校 池上スポーツまつり
10月19日 ふれあいはすぬま かまにしふれあい運動会

実施会場 実施内容

大田区総合体育館

カンフーと武術太極拳、楽しく
踊ろう（民踊、エアロビクス、
社交ダンス・ダンススポーツ、
フォークダンス・レクダンス）、
体力測定、テコンドー体験教室、
スポーツ吹矢教室体験会、私の
健康づくり大作戦！和弓で的あ
て、スピードボール体験、模擬
店など

大森スポーツセンター

スポーツとケガ、空手初心者体
験コース、少林寺拳法教室、ボ
クシング体験コーナー、合気道
教室、ウェイトリフティング体
験練習、バトントワリング体験、
太極拳をやってみよう、トレー
ニングルーム無料開放

大森第五小学校 ミニテニス初心者体験会

大田スタジアム

的あてゲーム、ニアピンコンテ
スト、ソフトボール親善試合、
バットゴルフコンペ、投手王・
打撃王は誰か？スピードガンコ
ンテスト、フリーバッティング

中央五丁目公園 冒険遊び場体験

大森西区民センター バドミントンしませんか？
インディアカ体験会

平和島公園温水プール 楽しい水泳教室
平和島ユースセンター ソフティテニス体験教室
大森ふるさとの浜辺公園 カヌー体験教室
森ヶ崎公園運動場 タッチ＆タグラグビー体験教室
南馬込文化センター 親子でぶらっとテニス体験
大田文化の森 みんなで太極拳に挑戦しよう

嶺町文化センター

健康づくり・健康相談、スポーツ
とケガ、体力測定、親子フィット
ネス、骨盤調整、ミニテニス、シ
ニア体操、ポールウォーキング

実施会場 実施内容

東調布公園温水プール
スイムマラソン、小学生の水泳
教室、アクアビクス、子ども自
由あそび、バルーンアートなど

東調布公園野球場 グラウンド・ゴルフ体験教室
洗足池小学校 スポーツいろいろ体験ツアー
東蒲小学校 体力測定

大田区民プラザ 卓球を楽しむ会、スポーツとケ
ガ

矢口区民センター

障がい者スポーツ体験
簡単にできるニュースポーツ筋
肉筋力年齢テスト、ウォーター
エクササイズアクア

ガス橋付近河川敷 ボート教室
ガス橋緑地 子ども乗馬

萩中小学校・出雲小学校
健康づくり・ニュースポーツに
チャレンジ、体力測定、健康相
談

萩中公園・プール
萩中公園野球場

アクアスロン大会（水泳・ラン
ニング）

コミュニティーセンター羽田旭 釣り体験・ビームライフル射撃
体験

ヤマトフォーラム 楽しく遊ぼうバスケットボール

多摩川緑地

ゲートボール体験教室、サッ
カー教室、親子陸上トライアル、
釣り体験コーナー、エアートラ
ンポリン
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種　　　　目 期　　　　日 会　　　　場 申込締切日

　【区民スポーツ大会】
1 アーチェリー 12月 7日 平和の森公園 アーチェリー場 当日会場受付（9時～）
2 合気道演武 10月 5日 南馬込文化センター 体育室  9月27日
3 アマチュアボクシング 11月 9日 ゴールドジム・サウス東京 10月25日
4 アマチュアレスリング 10月26日 洗足区民センター 体育室 当日会場受付（９時～９時30分）
5 居 合 斬 道 12月 7日 大田区民プラザ 体育室 11月12日
6 インディアカ 11月16日 大森スポーツセンター アリーナ 10月 1日
7 ウエイトリフティング 平成27年 2月 8日 大森スポーツセンター 健康体育室 当日会場受付（9時～10時）
8 エアロビクス  9月28日 池上会館 集会室  9月27日
9 空　手　道 11月 8日 大森スポーツセンター アリーナ  9月 4日
10 弓　　　道  9月28日 大田区総合体育館 弓道場 当日会場受付（9時30分まで）
11 クレー射撃  9月 7日 千葉県成田射撃場 当日会場受付（７時50分～８時30分）
12 ゲートボール  9月21日 六郷橋緑地ゲートボール場  9月 8日
13 剣　　　道 11月 9日 大森スポーツセンター アリーナ  9月24日
14 ゴ　ル　フ 10月29日 君津市｢ロイヤルスターゴルフクラブ」 10月15日
15 サ	ッ	カ	ー  ９月 ７日～12月21日 多摩川緑地サッカー場　ほか  1月10日
16 柔　　　道 10月19日 大森スポーツセンター アリーナ  9月26日
17 少林寺拳法演武  9月21日 大森スポーツセンター アリーナ  8月21日
18 スキー競技 平成27年 1月18日 南魚沼市「五日町スキー場」 12月18日
19 相　　　撲  9月28日 梅屋敷公園 相撲場 当日会場受付（11時～12時30分）
20 ソフティテニス 平成27年 3月 1日 大森スポーツセンター アリーナ 平成27年 2月10日

21
ソフトテニス（一　般）  9月14日 六郷橋緑地庭球場  8月31日
ソフトテニス（小学生）  8月31日 六郷橋緑地庭球場  8月17日
ソフトテニス（中学生） 10月12日 六郷橋緑地庭球場  9月28日

22 ソフトボール  9月 7日～11月 2日 ガス橋緑地野球場　６～８号面  7月26日

23
卓　　球（小･中･高校生）  9月13日 大森スポーツセンター アリーナ  8月17日
卓　　球（一　　般）  9月14日 大森スポーツセンター アリーナ  8月17日
卓　　球（Ⅱ	部） 10月 4日 大森スポーツセンター アリーナ  9月14日

24 ダンススポーツ 平成27年 1月25日 大森スポーツセンター アリーナ 12月15日
25 釣　　魚（カワハギ） 10月12日 三浦半島「油壷沖」 10月 3日
26 テ	ニ	ス（ダブルス）  9月 6日～10月 5日 本羽田公園庭球場ほか  7月21日
27 な	ぎ	な	た 11月 9日 大田区民プラザ 体育室 10月 4日
28 軟	式	野	球  8月24日～11月 3日 大田スタジアム・多摩川緑地野球場  6月14日～ 6月29日
29 区民ハイキング  9月28日 三浦半島　三浦富士・武山  9月12日
30 馬　　　術 11月23日 綾瀬市「綾瀬乗馬クラブ」 11月14日

31
バスケットボール（一般・シニア） 9月 1日～10月21日 大森スポーツセンター アリーナ  8月 1日
バスケットボール（小学生） 10月11日 大田区総合体育館メインアリーナ  9月 5日

32
バドミントン（Ⅰ	部・中学生）  9月27日 大森スポーツセンター アリーナ  8月27日
バドミントン（Ⅰ	部・一般）  9月28日 大森スポーツセンター アリーナ  8月27日
バドミントン（Ⅱ	部） 11月 3日 大田区総合体育館 アリーナ 10月 4日

33
バレーボール（一般・6人制） 10月26日・11月 2日 大森スポーツセンター アリーナ 10月16日
バレーボール（中学生・6人制）11月29日・12月 6日 大森スポーツセンター アリーナ 11月20日

34 ハンドボール 11月23日・11月30日 大森スポーツセンター アリーナ 11月 8日
35 武術太極拳 12月13日 大森スポーツセンター アリーナ 10月13日
36 ボウリング 10月19日 蒲田イモンボウル 当日会場受付（９時～９時50分）
37 ミニテニス（ダブルス） 11月 3日 大森スポーツセンター アリーナ 10月19日
38 民　　　踊 10月26日 大田区民ホール アプリコ　大ホール  9月26日

39
ライフル射撃（小口径） 10月26日 千葉県総合スポーツセンター射撃場 当日会場受付（10時まで）
ライフル射撃（大口径） 10月 5日 埼玉県長瀞総合射撃場 当日会場受付（10時まで）

40 陸	上	競	技  9月15日 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場  9月 3日
41 レク・フォークダンス 11月16日 池上会館 集会室 当日会場受付（9時30分～）

　【スポーツ奨励事業】
1 オリエンテーリング 11月 9日 横浜市　こどもの国 10月31日
2 自転車走行会 10月 5日 ガス橋→等々力渓谷→次太夫堀公園→ガス橋 当日９時に多摩川ガス橋下広場集合

★各種目の参加申込案内は『大田区報』に掲載されます。★観戦・見学も可能です。★詳細については、当体育協会にお尋ねください。

【第67回（平成26年度） 区民スポーツ大会（秋・冬季）＆ スポーツ奨励事業 日程表 ［五十音順］】
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